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株式会社ホークアイ HAWK EYES.JP モビリティハウスのご紹介

ヒルトン沖縄瀬底リゾート
（2020年7⽉開業）

従業員向け休憩所、会議室

奄美⼤島滞在拠点
（2021年度開業予定） 近畿地⽅ 市⺠病院

活用事例（モビリティハウス）

簡易宿所（ホテル） 隔離病室、待受所

モビリティハウス活用のメリット モビリティハウスの特徴

商品概要（モビリティハウス）

商品面の魅力

法律面の魅力

「箱」として、使い⽅・⽤途は⾃由⾃在1
2
3

⾞輪付きで、いつでも・どこでも移動可能

完成品の設置で、⼯期が⼤幅に短縮

建築物規制に対して柔軟に対応可能1
2 ランニングコストの抑制

場所に縛られない、どこでも置ける、あなただけの空間

上記は宿泊⽤にカスタマイズしたものです。
内装についても相談可能です。

サイズ・カラー変更は可能です。
⽤途に応じたオプション対応可能です。

動く自由な空間、モビリティハウス

⽇本の気候事情に合わせた設計1

2

3

細やかなニーズに対応するカスタマイズ

⻑期レンタルによる初期費⽤、オペレーション
コストの安さ
⼤量需要に対応する⽣産⼒・短納期4

⽇本の環境に合わせた設計のため、どこに置いても周
囲と馴染むデザイン。また台⾵や塩害などに効果的な
材質を採⽤し、⾼い耐久性を実現。

⾞両の基本サイズや建具、窓、家具等のレイアウトに
ついてはお客様のご要望に応じて柔軟に対応可能



サイズ
車幅2,160mm×高さ2,615mm ×奥行き
4,710mm

床面積 10.2平方メートル（3.1坪）

車重 750kg

耐荷重 500kg程度

製造 2020年4月

その他

用途に応じて窓サイズ、仕様変更可能
室外機取り付け可能
窓に遮光カーテン付き
※エンジンは搭載しておりません

基本スペック（モビリティハウス）

車外装備

牽引用ヒッチメンバー（2inch, 取外し可） 1つ

据付用ジャッキ 4つ

外部電源接続部 1つ

電圧変換アダプター 1つ

タイヤ 2つ

換気扇 1つ

設備機器用扉(排水口) 1つ

車内装備

室内灯スイッチ 1つ

配電盤 1つ

コンセント 4つ

コンセント（USBソケット2つ付き） 2つ

ダウンライト 3つ

車両装備
ブレーキランプ 1式

電気式方向指示器 1式

装備仕様（モビリティハウス）
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会社名 株式会社ホークアイ

代表者 代表取締役 小林大輝

設立 2018年10月1日

事業概要
遊休資産活用事業／モビリティ商品の開発、販売
及びリース事業／ウェルネス事業／その他事業

取引銀行 みずほ銀行、百五銀行、第三銀行、等

所在地 〒513-0809 三重県鈴鹿市西条5丁目79番地

会社概要

費用

059-392-5617

お問い合わせ

059-382-2690

info@hawk-eyes.jp

¥59,800/⽉〜

リース価格

税
別

※1 別途、初期費用と設置場所への輸送費が掛かります
※2 上記の価格は、3年リース契約時の価格になります。

それ以外の期間の場合は別途見積が必要です

株式会社ホークアイ HAWK EYES.JP モビリティハウスのご紹介

オプション

設計変更 家具水道・電気引込

エアコン シャワー・バス

納期 即日〜2ヶ月程度（ご相談ください）

保証体制 初期不良(3ヶ月)は弊社負担
リース期間の各種相談随時可能
修繕費等については別途協議

トイレ

希望デザイン可 サイズ変更可

お気軽にお問い合わせください。Webで動画も⾒れます。



サイズ
車幅1,940mm×高さ2,435mm ×奥行き
4,984mm

床面積 9.6平方メートル（2.9坪、6.2畳）

車重 1,120kg

耐荷重 500～1,000kg

製造 2020年4月

その他
サスペンション付きブレーキシステム搭載
※エンジンは搭載しておりません

基本スペック（移動販売車）

車外装備

サスペンション付きブレーキシステム 1つ

バックミラー 2つ

外部電源接続部 1つ

電圧変換アダプター 1つ

タイヤ 4つ

牽引用フック（前方） 3つ

牽引用フック（後方） 3つ

スピーカー 2つ

庇（ひさし、オーニング） 2つ

庇開閉用棒 2つ

車内装備

室内灯スイッチ 1つ

配電盤 1つ

コンセント 4つ

ダウンライト 4つ

スピーカー操作盤（USB、Bluetooth対応） 1つ

車両装備

ハンドル 1つ

ブレーキペダル 1つ

ハンドブレーキ 1つ

装備仕様（移動販売車）
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会社名 株式会社ホークアイ

代表者 代表取締役 小林大輝

設立 2018年10月1日

事業概要
遊休資産活用事業／モビリティ商品の開発、販売
及びリース事業／ウェルネス事業／その他事業

取引銀行 みずほ銀行、百五銀行、第三銀行、等

所在地 〒513-0809 三重県鈴鹿市西条5丁目79番地

会社概要

費用

059-392-5617

お問い合わせ

059-382-2690

info@hawk-eyes.jp

リース標準価格

希望デザイン可 厨房機器等納入

¥59,800/⽉〜 税
別

※1 別途、初期費用と設置場所への輸送費が掛かります
※2 上記の価格は、3年リース契約時の価格になります。

それ以下の期間の場合は別途見積が必要です

行政手続き 厨房機器等納入

開業場所

事業計画書作成

資金調達・銀行紹介

補助金申請

希望デザイン可

ALL IN ONEサポート！

株式会社ホークアイ HAWK EYES.JP モビリティストアのご紹介

Webでさらに詳しく

メンテ相談

自分だけの飲食店開業に向けて、店舗デザインや

マーケティング、営業許可の取得までトータルでサ
ポートさせていただきます。お気軽にご相談ください。



~ Spec ~

Copyright © 2021 hawkeyes inc. All Rights Reserved.

商品名 (仮称)尾鷲式サウナ

構造・外装・内装 尾鷲ヒノキ

屋根 ガルバニウム

熱源 薪サウナストーブ（PECAN製）

内寸

外寸

2970mm × 1970mm

3110mm × 2110mm

法的扱い 非建築物 （※行政によって協議が必要な場合があります。）

間取り サウナ室・更衣室 （変更可能）

温度仕様 80℃ （1時間後） / 90℃ （1.5時間後）

耐⽤年数 約10年間 （都度修繕のサポートあり）

~ Cost ~

059-392-5617

~ Contact ~

info@hawk-eyes.jp
お気軽にお問い合わせください。Webで動画も⾒れます。

~ Scalability ~~ Concept ~

『⽊を浴びる』⽣サウナ
サウナをより⼿軽に感じてもらいたい。

温度が⾼いだけではなく、五感で味わうサウナを。

⽣サウナの主役は尾鷲ヒノキ。
ヒノキに”新鮮さ”という概念をつくりだし、
⽣⽊と⽣葉につつまれる感覚『⽊を浴びる』。
そんな贅沢な体験を尾鷲からお届けします。

設計変更 階段ベンチ ⽔道・電気引込電気ストーブ

~option~

~subscription~

⽣⽊サウナ ⽣葉ロウリュウ

~price~
お問い合わせください。（6⽉30⽇まで特別提供）

⼤⼈の秘密基地として、
サウナ以外の⽤途にもご利⽤いただけます。

趣味部屋 ⼦供部屋 乾燥室

施術ルーム 倉庫 リフレッシュルーム など

■新たなととのい ： ⽣⽊と⽣葉を感じられるサウナー納得のプライベートサウナ
■⾼い拡張性 ： サウナ以外にもあらゆる⽤途に対応したちょうど良いサイズの空間
■リーズナブルな価格： 林業関係者と共に商品開発を⾏うことで低価格で⾼い品質を実現

サウナの聖地


